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皆様、日頃より北海道臨床工学技士会の活動に格別のご高配を賜り、篤くお礼申し上げます。 

 当会は、平成２２年１０月１３日に北海道の公益認定等審議会において審議され、１０月２７日に認定答

申を頂きました。その後、１１月１日法務局へ登記申請を行い、同日、特例社団法人から公益社団法人へ

無事移行することができました。 

 今後は、公益社団法人北海道臨床工学技士会として、更なる公益事業を展開し、臨床工学技士の役

割を道民の皆様に知ってもらい、かつ、皆様の利益となる活動を展開する所存でございます。 

 今後とも、会員皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 

                 平成２２年１１月１日 

              公益社団法人北海道臨床工学技士会 

               会長（代表理事） 室橋 高男 

 

■ 会   期  2010年 12月 5日（日）   

■ 会   場  札幌コンベンションセンター 

       〒003-0006 札幌市白石区東札幌 6条 1丁目 1-1 

■ 大 会  長  室橋高男 

MDIC 単位取得 一日参加１０点、演題発表１０点、共同演者３点  

ペースメーカ関連専門臨床工学技士単位取得 一日参加８点、演題発表５点  

上記日程で第2１回北海道臨床工学会が開催されます。  

時節柄、御多忙のことと存じますが多数の参加をお願い申しあげます。  

詳細は公益社団法人 北海道臨床工学技士会ホームページをご覧下さい。 

http://hcea.umin.ac.jp/    

第第第第２１２１２１２１回北海道臨床工学会回北海道臨床工学会回北海道臨床工学会回北海道臨床工学会プログラムプログラムプログラムプログラム掲載中掲載中掲載中掲載中、、、、またまたまたまた会員専用欄会員専用欄会員専用欄会員専用欄にはにはにはには抄録集掲載中抄録集掲載中抄録集掲載中抄録集掲載中ですですですです。。。。    
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去る10月2日に札幌北楡病院 講堂において

アフェレシス技術セミナー2010・第30回日本ア

フェレシス学会北海道地方会が開催されまし

た。本セミナーは、北海道臨床工学技士会では

日本アフェレシス学会北海道地方会の後援を

頂き、合同開催となりました。日々の業務です

ぐに役に立つ有意義な内容を中心に講演いた

だき、総参加者数115名のご参加をいただき無

事盛会のうちに終了することができました。 

また何かとご多忙のなか、ご講演いただいた

諸先生方ありがとうございました。 

第第第第１１１１回卒後教育回卒後教育回卒後教育回卒後教育セミナーセミナーセミナーセミナー    

｢｢｢｢論文論文論文論文のののの書書書書きききき方方方方とととと統計処理統計処理統計処理統計処理をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり学学学学ぼうぼうぼうぼう!!!!｣｣｣｣    

 

10月17日にはムトウ本社６階にて、第１回卒

後教育セミナーが開催されました。今回は「論

文の書き方と統計処理をしっかり学ぼう！」を

テーマに正しい論文の書き方、医療現場での統

計処理について知識を深めるように企画され、

これから論文を書く上ですぐに役に立つ内容で

講演いただき、総参加者数52名のご参加をいた

だき無事盛会のうちに終了することができまし

た。また、ご講演いただいた旭川赤十字病院 和

田篤志先生、前 鳥居薬品株式会社 松本一彦先

生にはこの場を借りて御礼申し上げます。あり

がとうございました。 

アフェレシス技術セミナーの様子 

熱心に聞き入る参加者たち 

また、卒後教育セミナーに参加された方で、

疑問点等ある方は、当会ホームページの専用フ

ォームから質問を受付けておりますので、上手

に活用しスキルアップにつなげましょう。 

卒後教育セミナーの様子 

アフェレシスアフェレシスアフェレシスアフェレシス技術技術技術技術セミナーセミナーセミナーセミナー2010201020102010    

第第第第30303030回日本回日本回日本回日本アフェレシスアフェレシスアフェレシスアフェレシス学会北海道地方会学会北海道地方会学会北海道地方会学会北海道地方会    
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医療法人仁友会 北彩都病院 

診療技術部 臨床工学科 

野尻 誠 

 

最初に、当院は平成 17 年の 5 月に「石田病

院」から「北彩都病院」へと改名し、場所も旭

川駅を降りて徒歩１分の場所へと移動しまし

た。また同じ旭川市内にクリニックもありま

す。現在旭川駅も改築中で、駅前が日々新しく

変化しているように思えます。 

 臨床工学科は本院 12 名とクリニック 4 名の

現在 16 名体制で行っており、主に透析業務に

従事しております。月水金が午前・午後・夜間

の 3 部、火木土が午前・午後の 2 部からなって

おり、透析患者さん（CAPD 含む）の数も本院・

クリニック合計で 530 名近い数となっていま

す。旭山動物園効果もあるためか、駅前という

立地条件もあり、道内・道外からもたくさんの

患者さんが旅行透析などで利用されていて、 

 

北彩都病院の外観 

「病院ではなく、ホテルかと思った」と言われ

る方もおられます。 

その他にも LDL や LCAP などの特殊血液浄化

であったり、シリンジポンプや輸液ポンプ・呼

吸器・除細動器といった ME 機器管理業務、最

近では手術室にも入るようになり、技士が必要

とされているのを感じます。 

 グローバルネットワークの構築という形で

海外の病院と友好提携を結び交流研修を行っ

たり、透析医療についての研究会として道外の

病院と勉強会を開催したりしており、安全でよ

り良い透析が出来るよう日々邁進しておりま

す。 

 ボーリング大会やキャンプ、忘年会といった

病院行事においても積極的に身体を張って取

り組み、技士科の存在感を存分に発揮していま

す！（笑） 

 皆さんも旭川に来る機会があれば、ぜひ一度

見に来てください。＼（＾０＾）／ 

北彩都病院 臨床工学科のスタッフ 

今号より新連載となりました（不定期）「an introducer」では、会員の皆様の日ごろの業務を

紹介していただくコーナーを設けました。本コーナーは会員の皆様から寄せられる記事をもとに

連載していきます。第１回目は、北彩都病院の野尻誠さんです。 

～会員たちの業務紹介～ 
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下記に示すセミナー、学会等が開催されま

す。皆様多数の参加をお願いいたします。詳細

は（社）北海道臨床工学技士会ホームページま

たは各記載の web サイトをご覧ください。 

************************************************************************************************************************************************************************    

2010 年 12 月 5 日（日） 

「第 21 回 北海道臨床工学会」 

 会場 札幌コンベンションセンター 

札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1 

http://hcea.umin.ac.jp/ 
************************************************************************************************************************************************************************    

2010 年 12 月 19 日（日） 

「第１回北海道呼吸療法セミナー」 

会場 札幌医療科学専門学校 大講堂 

札幌市中央区南 4 条西 11 丁目 

http://hcea.umin.ac.jp/（要申込） 

************************************************************************************************************************************************************************    

2011 年 2 月 24（木）～ 26 日（土） 

「第22回 北海道人工呼吸セミナー」 

会場 札幌医科大学講堂 

札幌市中央区南1条西16丁目 

(札幌医大臨床研究棟―階) 

http://www.kokyu-kanri.com/（要申込） 

************************************************************************************************************************************************************************    

2011 年 2 月 24（木）～ 26 日（土） 

「第38回日本集中治療医学会学術集会」 

会場 パシフィコ横浜  

横浜市西区みなとみらい1-1-1 

http://www.congre.co.jp/jsicm2011/ 

************************************************************************************************************************************************************************    

今年度より（社）北海道臨床工学技士会の各委

員会において委員長、副委員長が任命され、各委

員会の体制が強化されることとなりました。 

そこで、数回に分けて各委員会の委員長に紹介

も兼ねた挨拶をいただくこととなりました。 

今回は安全委員会です。 

 

 

安全委員会安全委員会安全委員会安全委員会    委員長委員長委員長委員長        
  

旭川医科大学附属病院 成田 孝行 

 

この度、安全委員長に就任いたしました旭川医科

大学病院 成田と申します。 

安全委員会は前任者であります脇田副会長より引

き継ぎを行い、これからの安全セミナー運営や重要

性の責任を感じております。安全委員会は過去 5 回

のセミナー開催を行ってまいりました。安全委員会の

役割としましては、実際に臨床現場で活躍する皆さ

んに対する安全情報提供、安全に関する技術提供

などをセミナーを通じてディスカッションをして頂い

て、個人は基より各医療現場への情報発信源となり、

病院内での医療安全への貢献ができるような活動を

目標としております。 

現在の医療は皆さんも十分ご存じとは思います

が、高度医療に伴う ME 機器増加に対する操作、技

術の提供が臨床工学技士業務の役割でもあり、医療

現場では医師、看護師など様々なスタッフと協力し

合い医療を行っている現状にあります。 

安全セミナーにつきましても、臨床工学技士のみ

ならず色々な職種の方も参加できるようなセミナーを

行う事と考えております。内容につきましては、今年

度は呼吸療法を中心とした安全について開催する予

定であります。 

私たちは、皆さんが安全セミナーに興味を持ち多 

 

数参加できるよう、色々な情勢や情報を集約して、参

加して頂いた皆さんに「良かった」、「ためになった」、

「また参加したい」と言われるようなセミナー開催の活

動をして参りたいと思います。 

活動につきましては、公益社団法人 北海道臨床

工学技士会を中心として安全委員メンバー全員で頑

張りますのでご支援のほど宜しくお願いいたします。 

次回は、平成 22 年 3 月 19 日（土）に安全セミナー

を開催する予定としております。安全委員メンバー全

員で頑張りますので、皆さんの多数の参加をお待ち

しております。 

今後とも宜しくお願いいたします。 
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 ◆◆◆◆RMRMRMRM ニュースニュースニュースニュース◆◆◆◆    
 

＜＜＜＜人工心臓人工心臓人工心臓人工心臓のののの管外管外管外管外れるれるれるれる事故事故事故事故、、、、患者重体患者重体患者重体患者重体＞＞＞＞    

福岡市の病院は 15 日、入院していた 50 歳代

の患者につけていた補助人工心臓のチューブ

が外れる事故があったと発表した。患者は意識

不明の重体という。 

 発表によると、13 日の午前 11 時 17 分、看護

師がナースコールで患者の部屋に入ったとこ

ろ、体外の補助人工心臓から血液を循環させて

いる 2 本のチューブのうち 1 本が外れ、患者が

室内の壁にもたれかかるようにして倒れ、床が

血だらけになっていた。同 11 時 10 分に患者の

様子を見た時には異常はなかったという。 

 原因について、同病院は補助人工心臓につな

がるチューブの結束バンドが緩んだか、自力で

歩行できた患者がトイレに行く際に誤ってチ

ューブを踏んで外れたことなどが考えられる

と説明した。 

（2010 年 9 月 15 日 提供：読売新聞） 

＜＜＜＜酸素吸入酸素吸入酸素吸入酸素吸入ミスミスミスミスでででで患者死亡患者死亡患者死亡患者死亡＞＞＞＞    

大阪府東大阪市の総合病院に呼吸困難で救

急搬送された男性患者の処置にあたり、病院側

が医療機器の操作を誤ったために約7分間酸素

が送られず、男性は意識不明が続いた後、今年

4 月に死亡していたことが 14 日、分かった。 

 同病院によると、2009 年 6 月、心臓病の 59

歳男性が救急搬送されたが、酸素吸入を行う

際、救急外来の担当者が誤って男性の酸素マス

クにつながっていないバルブを開けるミスが

あったという。 

 7 分後、男性の顔色が悪くなったことなどか

ら医師が気付いたが、意識不明となっていた。 

（2010年 10月 14日 提供：読売新聞） 

    

（詳細は日本医療機能評価機構のホームページをご覧下さい） 
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そして、秋田県臨床工学技士会から全国区へ立

候補する２名に当会推薦のお願いがあり、理事会

で検討した結果、今までの当会との信頼・協調関

係を鑑み、許可することとしました。 

 

守澤守澤守澤守澤    隆仁隆仁隆仁隆仁（（（（花園病院花園病院花園病院花園病院    秋田技士会理事秋田技士会理事秋田技士会理事秋田技士会理事））））    

佐藤佐藤佐藤佐藤    忠寛忠寛忠寛忠寛（（（（雄勝中央病院雄勝中央病院雄勝中央病院雄勝中央病院    秋田技士会理事秋田技士会理事秋田技士会理事秋田技士会理事））））    

 

その他にも山形県臨床工学技士会とは同様な

関係にあるため、山形県からの立候補者には秋田

県技士会と同様としたく、会員の皆様宜しくお願

い致します。 

推薦する立候補者皆さんには、日本臨床工学技

士会で活躍して頂くために、会員皆様のご協力よ

ろしくお願い申し上げます。 

平成２２年度１０月～１１月までの理事会

において以下の報告・協議がされました。 

 

・ 臨時総会の開催と結果報告 

・ 道庁法人団体課による法人検査対応 

・ 公益認定等審議会へ本申請 

・ 道庁法人団体課から公益法人認定書の受領 

・ 法務局へ公益移行に関わる登記資料作成と

手続き 

・ 道庁へ公益社団法人登記完了届けの提出 

・ 各種セミナーにおける後援依頼対応 

・ 第２１回北海道臨床工学会に向けて 

・ 日本臨床工学技士会 代議員立候補者への

推薦について 

 

----------------------------------------- 

 

日本臨床工日本臨床工日本臨床工日本臨床工学技士会学技士会学技士会学技士会        

代議員立候補者代議員立候補者代議員立候補者代議員立候補者へのへのへのへの推薦推薦推薦推薦についてについてについてについて    

 

北海道から立候補する方々に対し、理事会に

よって、当会推薦を付けることになりました。 

推薦する立候補者は以下になります。 

 

全国区 

真下真下真下真下    泰泰泰泰（（（（札幌社会保険総合病院札幌社会保険総合病院札幌社会保険総合病院札幌社会保険総合病院））））    

大澤大澤大澤大澤    貞利貞利貞利貞利（（（（釧路泌尿器科釧路泌尿器科釧路泌尿器科釧路泌尿器科クリニッククリニッククリニッククリニック））））    

 

地区 

脇田脇田脇田脇田    邦彦邦彦邦彦邦彦（（（（旭川赤十字病院旭川赤十字病院旭川赤十字病院旭川赤十字病院））））    

加藤加藤加藤加藤    伸彦伸彦伸彦伸彦（（（（北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院））））    

室橋室橋室橋室橋    高男高男高男高男（（（（札幌厚生病院札幌厚生病院札幌厚生病院札幌厚生病院））））    

 

この立候補者の皆様には、全国の臨床工学技

士のために、北海道の臨床工学技士の意志を伝

えつつ、ご尽力頂くことを期待します。 

技士会の情報網拡充のためメーリングリス

トの運用を開始しておりますので是非ともご

参加下さいますようお願い致します。 

現在、技士会ニュース以外に情報を伝達する

手段がなく、緊急連絡事項が発生した場合は電

話などを利用し、出来うる範囲で情報伝達作業

を行っておりましたがこの方法では限界があ

ります。今後はこのメーリングリストを充実さ

せて技士会の重要な連絡網として活用してい

きたいと思います。 

目標は全会員登録です。 

当会ホームページのメーリングリスト新規

登録・登録内容修正フォームから簡単に登録が

可能です。 

運用上のお願いですが登録後、メールアドレ

スの変更、施設名・所属・お名前が変わった際

には速やかに下記のメーリングリスト登録・修

正画面から修正登録して下さいますようお願

い致します。届かないメールアドレスが増える

と管理が大変になりますのでどうかよろしく

お願い致します。 
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